
ダム周辺で行われるイベント一覧【Ｈ２８．６】

都道府県 見学ダム 開催時期
企画会社

問い合わせ先
イベント内容 ＨＰアドレス

北海道 金山ダム
平成28年7月下旬

（予定）

主催：かなやま湖太陽と森と湖の祭典
　　　実行委員会
問い合わせ先：NPO法人南富良野
　　　　　　　まちづくり観光協会
TEL:0167-39-7000

【かなやま湖湖水祭り】
ダム見学、ステージショー、花火大会

NPO法人　南富良野まちづくり観光協会
http://www.minamifurano.jp/

北海道 留萌ダム
平成28年7月

（予定）
主催：留萌ダム管理支所
TEL：0164-46-8111

植樹会（ダム下流堤体広場への植樹）
地元の緑丘小学校の児童等と共に実施

―

北海道 留萌ダム
平成28年9月

（予定）
主催：留萌ダム管理支所
TEL：0164-46-8111

タネの採取会（ダム周辺に在来する樹木の種の採取）
地元の緑丘小学校の児童等と共に実施

―

北海道 鹿ノ子ダム
平成28年7月31日

（予定）

主催：おけと湖水まつり実行委員会（置戸
町・鹿ノ子ダム管理支所・網走中部森林管
理署・置戸町観光協会）
問い合わせ先：置戸町役場産業振興課商工
観光係
TEL：０１５７－５２－３３１３

【おけと湖水まつり】
ダム見学、流木アート体験、コンサート、Eボート試乗
等

鹿ノ子ダム管理事務所
http://www.ab.hkd.mlit.go.jp/kasen/kanoko/

北海道 美利河ダム
平成28年7月下旬

（予定）

主催：ピリカまつり実行委員会
問い合わせ先：美利河ダム管理支所　管理
係
TEL：0137-83-7335

【ピリカまつり】
ダム見学会、ダム湖カヌー体験、マラソン大会、木工体
験、旧石器文化体験など　※内容は変更の場合あり

美利河ダム管理支所
http://www.hk.hkd.mlit.go.jp/water/pirika/index.html

北海道 札内川ダム 平成28年7月3日
問い合わせ先：札内川ダム管理支所
TEL：0155-69-4666

【札内川ダム特別解放】
ダム見学、発電所見学

札内川ダム管理支所
http://www.ob.hkd.mlit.go.jp/hp/satsudam_hp/index.ht
m

北海道 札内川ダム
平成28年7月21日

～7月31日
問い合わせ先：札内川ダム管理支所
TEL：0155-69-4666

【花フェスタ】
札内川ダムガーデンの一般公開

札内川ダム管理支所
http://www.ob.hkd.mlit.go.jp/hp/satsudam_hp/index.ht
m

北海道 岩尾内ダム
平成28年7月17日

（予定）

主催：岩尾内湖水まつり実行委員会
問い合わせ先：北海道開発局旭川開発建設
部名寄河川事務所岩尾内ダム管理支所　管
理係
TEL：0165-28-2301

【第39回岩尾内湖水まつり】
体験イベント、ステージイベント、飲み食い出店　など
（予定）

―

北海道 二風谷ダム 平成28年7月31日
主催：室蘭開発建設部　二風谷ダム管理所
問い合わせ先：二風谷ダム管理所
TEL：01457-2-4262

【「森と湖に親しむ旬間」二風谷ダムフェスタ】
二風谷ダム見学、流木工作ほか

室蘭開発建設部
http://www.mr.hkd.mlit.go.jp/

北海道 定山渓ダム 平成28年7月23日

主催・問い合わせ先：森と湖とダムに親し
むまつり実行委員会（定山渓ダム管理支
所）
TEL：011-598-4095

・定山渓温泉開湯150周年記念行事
　「森と湖とダムに親しむまつり」
目的：平成28年に定山渓温泉開湯150周年を迎えるこ
とから、地域観光の振興を図ることを目的としている。
場所：定山渓ダム下園地及びその周辺
内容：物産品などの販売、ダム見学会、パネル展、
         クイズ大会、かっぱおどり

―

北海道 豊平峡ダム 平成28年7月下旬

主催：国土交通省　北海道開発局　札幌開
発建設部　豊平川ダム統合管理事務所
問い合わせ先：豊平川ダム統合管理事務所　
管理課　
TEL：０１１-５８３-８１１０

【豊平峡ダム見学デー】
ダム見学、ダム放流を目前で体験他

―

北海道 豊平峡ダム
平成28年8月24、

31日、9月7日
主催・一般社団法人　定山渓観光協会
TEL：011-598-2012

【豊平峡ダム星空観察ツアー】
「星空観察」と「ダム夜景見学」と「貯蔵ワインの試
飲」を定山渓温泉に宿泊した方に楽しんでもらえるツ
アー。

―

北海道 十勝ダム 平成28年8月上旬

主催：国土交通省　北海道開発局　帯広開
発建設部　帯広河川事務所
問い合わせ先：十勝ダム管理支所
TEL：０１５６－６５－３１２１

【十勝ダム特別見学会】
放流塔、クレストゲート検査路等、通常の見学会では入
れないところの見学

十勝ダム管理支所
http://www.ob.hkd.mlit.go.jp/hp/tokachidam_hp/

北海道 忠別ダム 平成28年8月7日

主催：大雪山忠別湖トライアスロンinひが
しかわ実行委員会
問い合わせ先：トライアスロン大会事務局
TEL：0166-82-2750

【大雪山忠別湖トライアスロンinひがしかわ】
トライアスロン

―

北海道 忠別ダム 平成28年8月21日

主催：大雪旭岳SEATOSUMMIT実行委
員会
問い合わせ先：ひがしかわ観光協会
TEL：0166-82-3761

【大雪旭岳SEATOSUMMIT】
カヤック、バイク、登山

http://www.seatosummit.jp/menu117/contents326

北海道 上ノ国ダム 平成28年6月25日
主催：「上ノ国ダム水と緑に親しむ親子の
つどい」実行委員会

【上ノ国ダム水と緑に親しむ親子のつどい】
ダムの話、森の生き物の話、渓流釣り体験

北海道　函館建設管理部　江差出張所
http://www.pref.hokkaido.jp/kensetu/kn-
hakdg/contents/chisui/KaminokuniDam_Webpage/

北海道 様似ダム
平成28年7月9日

～10日

主催：様似町子ども会育成連絡協議会
問い合わせ先：様似町教育委員会生涯学習
課社会教育係
TEL：0146-36-2521

【親しもう僕とわたしの様似ダム「ふれあい少年少女
キャンプ大会」】
ダム説明、魚釣り、木工教室、川遊び、ゲーム大会

―

北海道 浦河ダム 平成28年7月17日

主催：浦河町子ども会育成団体連絡協議会
問い合わせ先：浦河町教育委員会社会教育
課
TEL：0146-22-5000

【アドベンチャーｉｎうらら湖】
ダム説明、釣り大会、木工教室、ヤマベ稚魚放流

―

北海道 小平ダム 平成28年7月23日

主催：おびらしべ湖森と湖に親しむつどい
実行委員会
問い合わせ先：留萌建設管理部事業室地域
調整課　
TEL：0164-42-8352

【おびらしべ湖森と湖に親しむつどい】
ダム堤体監査廊見学会、クイズ、小平太鼓演奏、ゲーム
大会、手打ちそば販売ＰＲ，もちまき大会、バルーン
アート体験、食品販売

―



北海道 新中野ダム 平成28年7月27日

主催：北海道
後援：函館市、(社)北海道土木協会、函館
市企業局
協賛：（財）函館市住宅都市施設公社　　　
　問い合わせ先：函館市土木部河川課　　　
　　　TEL：0138-21-3436

【第30回「水と緑の祭典」】
ダム・森林見学、花植え、記念工作、サクラマス稚魚放
流

北海道　函館建設管理部　事業部　新中野ダム
http://www.pref.hokkaido.jp/kensetu/kn-
hakdg/contents/chisui/sn-ya-homepage-s/sn-
top.htm

青森県 津軽ダム 平成28年7月中旬
主催：白神山地ビジターセンター
問い合わせ先：同上
TEL：０１７２-８５-２８１０

【白神山地ビジターセンター　ふれあいデー】
映画上映、親子木工教室、ダム見学、ダムパネル展、ダ
ムの役割ジグソーパズル（内容は昨年度と同じものを記
載しております）

白神山地ビジターセンター
http://www.shirakami-visitor.jp/

青森県 津軽ダム 平成28年8月上旬
主催：特別養護老人ホーム白神荘
問い合わせ先：同上
TEL：０１７２-８５-３１２３

【白神夏祭り】
ステージショー、模擬店、花火打ち上げ、ダムパネル展
（内容は昨年度と同じものを記載しております）

―

青森県 津軽ダム 平成28年9月下旬
主催：西目屋村
問い合わせ先：目屋観光協会
TEL：０１７２-８５-２８００

【暗門祭】
神事式、ステージショー、大抽選会、模擬店、ダムパネ
ル展（内容は昨年度と同じものを記載しております）

西目屋村役場
http://www.nishimeya.jp/

青森県 浅瀬石川ダム
平成28年

7月21日～31日
（予定）

主催：浅瀬石川ダム
問い合わせ先：浅瀬石川ダム管理所　管理
係
TEL：０１７２－５４－８７８２

【浅瀬石川ダムライトアップ2016夏】
ダム湖ふれあいデー、中野神社宵宮開催日程に合わせて
ダム堤体ライトアップを実施。
実施時間：19時～21時30分

浅瀬石川ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/aseishi/index.html

青森県 浅瀬石川ダム
平成28年

7月21日～24日
（予定）

主催：浅瀬石川ダム「路上落書きアート」
実行委員会（仮称）
問い合わせ先：浅瀬石川ダム管理所　管理
係
TEL：０１７２－５４－８７８２

【浅瀬石川ダム「路上落書きアート」全国大会】
堤体天端舗装の取壊前に、堂々と路上で落書きを楽しむ
全国大会。全22区画、個人及び団体を対象。

浅瀬石川ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/aseishi/index.html

青森県 浅瀬石川ダム
平成28年
7月31日
（予定）

主催：浅瀬石川ダム「ダム湖ふれあい
デー」実行委員会
問い合わせ先：浅瀬石川ダム管理所　管理
係
TEL：０１７２－５４－８７８２

【ダム湖ふれあいデー】
ダム特別見学、資料館見学、巡視船による湖面巡視体
験、カヌーによる湖面巡視体験、フィールドイベント、
縁日イベント等

浅瀬石川ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/aseishi/index.html

青森県 浅瀬石川ダム
平成28年
8月21日

主催：虹の湖ロックフェスティバル事務局
問い合わせ先：サウンドスタジオPLUS
TEL：0172-55-0045

【虹の湖ROCK FESTIVAL（虹の湖公園）】
ダム湖岸の道の駅「虹の湖公園」野外ステージでのロッ
クフェスティバル

サウンドスタジオPLUS
http://www.nijirockfes.jp/
Facebook
http://www.facebook.com/nijifestival

岩手県 四十四田ダム 平成28年7月24日

主催：盛岡・北上川ゴムボート川下り大会
実行委員会
問い合わせ先：盛岡市市民部スポーツ推進
課
TEL：０１９－６５１－４１１１

ゴムボートに２人ペアで乗船し、ダム地点をスタートと
し北上川を１１ｋｍ下る。（タイムレースは約8㎞）
なお、今年度は参加艇数と人数のギネス記録に挑戦予
定。

昨年度の実行委員会公式サイト
http://kawakudari-morioka.jp/

岩手県 御所ダム 平成28年7月31日

つなぎ温泉観光協会　御所湖まつり実行委
員会
問い合わせ先：
TEL：019-689-2109

【第３5回盛岡つなぎ温泉御所湖まつり】
花火大会、つなぎ伝統さんさ他

―

岩手県 田瀬ダム
平成28年7月23日

（予定）

主催：北上川ダム統合管理事務所　田瀬ダ
ム管理支所、岩手南部森林管理署　遠野支
署、電源開発(株)　東和電力所
問い合わせ先：田瀬ダム管理支所
TEL：0198-44-5211

【田瀬ダム・森林探検隊(予定)】
田瀬ダム堤体内の見学(ダム探検)のほか、下流の東和電
力所の見学(発電所探検)、管理支所脇の遊歩道見学(森林
探検)を実施

北上川ダム統合管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/index.html

岩手県 田瀬ダム
平成28年7月23日
、24日（予定）

主催：田瀬湖湖水まつり実行委員会
問い合わせ先：花巻市　東和総合支所
TEL：0198-42-2110

【田瀬湖湖水まつり(予定)】
田瀬湖の各地で花火大会やヨット・カヌー・Ｅボート体
験、親子釣り大会等を開催

花巻観光協会
http://www.kanko-hanamaki.ne.jp/index.html

岩手県 田瀬ダム 平成28年7月24日

主催：柏木平リバーサイドまつり実行委員
会
問い合わせ先：遠野市　宮守総合支所　地
域振　　興課
TEL：0198-67-2111

【柏木平リバーサイドまつり(予定)】
田瀬湖上流の柏木平地区にて、“魚つかみとり”や“ち
びっこ宝さがし”等を開催

遠野市観光協会
http://www.tonojikan.jp/event/0731/

岩手県 胆沢ダム 平成28年8月上旬

主催：胆沢ダム管理支所
問い合わせ先：胆沢ダム管理支所管理第一
係
TEL：0197-49-2981

【もりみず旬間2016 in 胆沢（仮）】
ダム見学、管理庁舎展望台の開放、ダム堤体登山

北上川ダム統合管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/

岩手県 綱取ダム 平成28年7月29日

主催：「森と湖に親しむ旬間」岩手県実行
委員会盛岡地区分科会
問い合わせ先：盛岡広域振興局土木部綱取
ダム管理事務所
TEL：019-654-4055

【「森と湖・in綱取」2016！】
植物観察と森林浴、木工教室、魚のつかみ捕り、ダム施
設見学会、ダム湖巡航

盛岡広域振興局土木部綱取ダム管理事務所
http://www.pref.iwate.jp/morioka/tsunatori/index.html

岩手県 滝ダム
平成28年7月30日
平成28年8月7日

主催：「森と湖に親しむ旬間」岩手県実行
委員会久慈地区分科会
問い合わせ先：県北広域振興局土木部滝ダ
ム管理事務所
TEL：0194-59-3838

【久慈・長内川の「滝ダム学習」と「川まつり」】
（滝ダム施設見学　7月30日）
ダム施設見学、滝発電所公開
（長内川川まつり　8月7日）
イワナのつかみとり、カヌー・カヤック体験

県北広域振興局土木部滝ダム管理事務所
http://www.pref.iwate.jp/kenpoku/taki/index.html

岩手県 入畑ダム 平成28年7月23日

主催：「森と湖に親しむ旬間」岩手県実行
委員会北上地区分科会
問い合わせ先：県南広域振興局土木部北上
土木センター治水環境課
TEL：0197-65-2738

【「遊・YOU・入畑・2016！」】
ダム施設一般公開、湖面パトロール、発電所施設一般公
開、浄水場施設一般公開、森林教室、四会場スタンプラ
リー（入畑ダム、入畑発電所、岩手中部浄水場、夏油高
原）

県南広域振興局土木部北上土木センター
http://www.pref.iwate.jp/soshiki/kennan/011361.html

岩手県 早池峰ダム 平成28年7月28日

主催：「森と湖に親しむ旬間」岩手県実行
委員会花巻地区分科会
問い合わせ先：県南広域振興局土木部花巻
土木センター治水環境課
TEL：0198-22-4971

【第23回「早池峰ダム」森と湖に親しむ子どもまつり】
ダム堤体内及び発電所公開、湖面パトロール、木工細工
教室、魚のつかみ取り

県南広域振興局土木部花巻土木センター
http://www.pref.iwate.jp/soshiki/kennan/011352.html

岩手県 日向ダム 平成28年7月23日

主催：「森と湖に親しむ旬間」岩手県実行
委員会釜石地区分科会
問い合わせ先：沿岸広域振興局土木部河川
港湾課
TEL：0193-25-2714

【「日向ダム湖半の集い」】
ダム施設一般公開、木工教室、ダム湖面パトロール、子
供ニジマスつかみ取り大会

沿岸広域振興局土木部
http://www.pref.iwate.jp/soshiki/engan/011374.html

岩手県 鷹生ダム 平成28年7月31日

主催：「森と湖に親しむ旬間」岩手県実行
委員会大船渡地区分科会
問い合わせ先：沿岸広域振興局土木部大船
渡土木センター河川港湾課
TEL：0192-27-9919

【第8回　五葉湖畔の集い「げんきです！水と緑の鷹生
ダム」】
ダム施設見学、ボート体験、木工教室、森の工作館・エ
コカーゴ展示、グラウンドゴルフ大会、気仙スギ積み木
競争、魚のつかみ取り、クッブ体験

沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター
http://www.pref.iwate.jp/soshiki/engan/010334.html

岩手県 遠野第二ダム 平成28年8月7日

主催：「森と湖に親しむ旬間」岩手県実行
委員会遠野地区分科会
問い合わせ先：県南広域振興局土木部遠野
土木センター工務課
TEL：0198-62-9938

【森と湖に親しむ「遠野第二ダム」の集い・2016】
ダム施設見学、ダム湖面巡視体験、木工教室、ひとふで
んず（建設機械等の絵を一筆書きする）

県南広域振興局土木部遠野土木センター
http://www.pref.iwate.jp/soshiki/kennan/011358.html



山形県 寒河江ダム 平成28年7月30日

主催：森と湖に親しむ旬間、月山サマー
フェスタ実行委員会
問い合わせ先：月山サマーフェスタ実行委
員会事務局
TEL：0237-74-4119

【月山サマーフェスタ】
寒河江ダム特別見学会、月山べごっこまつり、魚つかみ
どり大会

月山朝日観光協会
http://www.gassan-info.com/

山形県 白川ダム 平成28年7月30日

主催：最上川ダム統合管理事務所白川ダム
管理支所
問い合わせ先：白川ダム管理支所
TEL：0238-75-2131

【ダムとのふれあいの日】
監査廊探検とダム登山、貯水池巡視体験

白川ダム管理支所
http://www.thr.mlit.go.jp/mogami/

山形県 長井ダム 平成28年8月6日
主催：ながい水まつり実行委員会
問い合わせ先：長井市観光協会
TEL：0238-88-5279

【ながい水まつり・最上川花火大会】
かわとぴあinながい、カヌー体験、魚つかみどり大会、
長井ダム特別見学会＆湖面巡視体験、最上川花火大会

長井市観光協会
http://kankou-nagai.jp/

山形県 月山ダム 平成28年7月31日
問い合わせ先：月山ダム管理事務所
TEL：０２３５－５４－６７１１

【月山ダムの集い】（森と湖に親しむ旬間イベント）
・月山ダム堤体内見学、
・あさひ月山湖湖面巡視体験、
・月山発電所見学　等

月山ダム管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/gassan/index.html

山形県 綱木川ダム 平成28年7月24日
主催：山形県
問い合わせ先：置賜総合支庁河川砂防課
TEL：０２３８－２６－２２３１

【綱木川ダム探訪　親子体験学習】
ダム見学、湖面巡視体験

―

宮城県 鳴子ダム
平成28年7月30日

（予定）

主催：鳴子ダム「森と湖に親しむ旬間」行
事実行委員会
問合せ先：鳴子ダム管理所
TEL：0229-８２-２３４１

荒雄湖畔公園をフィールドに親子参加型の各種イベント
を開催するとともに、鳴子ダムに親しんでもらうイベン
トを開催予定
＜内容未定：以下前回内容＞
親子木工教室、ダム探検ツアー、紙すき手作り体験、ス
ナックゴルフ、森の音楽演奏会、イワナのつかみどり等

東北地方整備局　鳴子ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/naruko/index.html

宮城県 釜房ダム 平成28年7月下旬
主催：水・森・人 in 釜房 実行委員会
問い合わせ先：釜房ダム管理所
TEL：0224-84-2171

【わく☆ドキ釜房ダム】
ダム内部探検、湖上巡視体験、ペーパークラフト工作、
流木工作

東北地方整備局　釜房ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/kamafusa/

宮城県 七ヶ宿ダム 平成28年7月下旬

主催：七ヶ宿ダム管理所
協力：ＮＰＯ法人「水守の郷　七ヶ宿」
問い合わせ先：七ヶ宿ダム管理所管理係
TEL：０２２４-３７-２１２２

【七ヶ宿ダム探検隊】
ダム施設見学、Ｅボート及び巡視船による湖面巡視体験

七ヶ宿ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/shichika/

宮城県 長沼ダム
平成28年8月1日

～31日

主催：長沼はすまつり実行委員会
問い合わせ先：登米市観光物産協会
ＴＥＬ：0220-52-4648

【長沼はすまつり】
長沼湖面に咲く、はす鑑賞のための小型遊覧船の運行

―

宮城県 長沼ダム 平成28年8月13日

主催：長沼花火実行委員会　　　　　　　　
　　　　　　　　　　問い合わせ先：登米
市経済産業部商工観光課　　　　ＴＥＬ：
0220-34-2734

【ふるさと花火in長沼】
長沼の湖面にうつる内陸では珍しい水中・水上スターマ
イン等の花火大会

―

宮城県 長沼ダム 平成28年9月25日
主催：登米市教育委員会・とめ漕艇協会
問い合わせ先：登米市体育館
ＴＥＬ：0220-22-2323

【長沼レガッタ】
長沼湖面に設置された日本ボート協会A級コースを利用
した一般参加型漕艇競技大会

―

宮城県 漆沢ダム
平成28年7月17日

（予定）

主催：漆沢地域活性化計画懇談会（漆沢地
区青年部・婦人部）・加美町・林野庁宮城
北部森林管理署・宮城県大崎地方ダム総合
事務所（共催）大崎地域水管理協議会
問い合わせ先：加美町企画財政課
ＴＥＬ：０２２９－６３－３１１５
宮城県大崎地方ダム総合事務所
ＴＥＬ：０２２９－６３－２８４５

【第23回水と森と風のくにまつり】
漆沢ダム見学会、大声大会、スタンプラリー大会、木好
（木工）工作、丸太切り体験、輪投げ、イワナつかみ取
り及び試食、スイカ割り、カブトムシプレゼント及びお
楽しみ抽選会、パネル展、漆沢ダムで造った炭無料配布

―

秋田県 玉川ダム 平成28年7月26日

主催：玉川ダム交流会実行委員会
問い合わせ：仙北市役所田沢湖庁舎
TEL0187-43-1112
問い合わせ：玉川ダム管理所
TEL:0187-49-2170

【玉川ダム交流会】
玉川ダム施設見学、交流フリータイム、○×ダムクイズ

仙北市役所田沢湖庁舎
www.city.semboku.akita.jp/
玉川ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/tamagawa/

福島県 三春ダム 平成28年7月24日
主催：森と湖実行委員会
問い合わせ先：三春ダム管理所
TEL：0247 -62 - 3145

【さくら湖自然教室】
自然観察会、ダム見学

三春ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/miharu/

福島県 三春ダム 平成28年9月24日
主催：うつくしま水ウォーク実行委員会
問い合わせ先：福島民友新聞社　事業局
TEL：024-523-1334

【うつくしま水ウォーク２０１６ 三春大会】
三春ダム（さくら湖）周辺の水辺の自然にふれながら人
気のウオーキングを楽しもうという催し

福島民友新聞社
http://www.minyu-net.com/

福島県 摺上川ダム 平成28年7月下旬

主催：「摺上川ダム茂庭っ湖まつり｣実行
委員会
問い合わせ先：摺上川ダム管理所管理係
TEL：024-596-1275

【第１０回摺上川ダム茂庭っ湖まつり】
ダム施設〔監査廊等）の一般公開、カヤック体験、SUP
体験、各種出展

摺上川ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/surikami/

福島県 摺上川ダム 平成28年７月下旬
主催：「川リンピック｣実行委員会
問い合わせ先：担当、森崎
TEL：090-4319-6929

【川リンピックSURIKAMI】
水切り、石積み、スローロープ投げ、宝探し、石投げ、
扇当て、等

川リンピックホームページ
http://kawalympic.ina-ka.com/

福島県 日中ダム
平成27年7月23日
又は7月30日のど

ちらか1日

主催：日中ひざわ湖まつり実行委員会
問い合わせ先：大峠・日中総合管理事務所
（日中ダム管理所）
TEL：０２４１-３６-２０１４

【日中ひざわ湖まつり】
ダム監査廊見学、ダム操作室見学、ひざわ湖巡視体験、
ほか

日中ダム管理所
http://cms.pref.fukushima.lg.jp/sec/41353a/nittyuutop
.html

福島県 こまちダム
平成28年9月3日

（予定）

主催：こまちダムまつり実行委員会
問い合わせ先：三春土木事務所業務課
TEL：０２４７-６２-３１５１

【こまちダムまつり】
ダム施設見学、湖面巡視体験、スタンプラリー、地元出
店食べ物コーナー

三春土木事務所
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41320a/komachi.h
tml

福島県 小玉ダム 平成28年7月24日
主催：いわき建設事務所
問い合わせ先：いわき建設事務所
TEL：０２４６-２４-６８４９

【小玉ダム体験ツアー】
ダム見学、ダム湖巡視体験

小玉ダム管理事務所
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/kodamada
m-top.html



福島県 四時ダム 平成28年7月31日
主催：四時川流域ダムまつり実行委員会
問い合わせ先：鮫川水系ダム管理事務所
TEL：０２４６-６３-２１５５

【四時ダムまつり】
監査廊見学、貯水池巡視体験、ステージイベント、フ
リーマーケット、ほか

鮫川水系ダム管理事務所
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41383a/

神奈川県 宮ヶ瀬ダム
平成28年7月30日

～31日

主催：相模川水系広域ダム管理事務所
問い合わせ先：広域水管理課
TEL：046-281-6911

【森と湖に親しむ旬間】
観光放流、堤体内見学
（H2７年度の様子）
http://www.ktr.mlit.go.jp/sagami/sagami00393.ht
ml

相模川水系広域ダム管理事務所
  http://www.ktr.mlit.go.jp/sagami/

神奈川県 宮ヶ瀬ダム 平成28年8月15日

主催：宮ヶ瀬ふるさとまつり実行委員会
問い合わせ先：宮ヶ瀬ふるさとまつり実行
委員会
TEL：046-288-2888

宮ヶ瀬ふるさとまつり
花火大会（宮ケ瀬湖畔園地）

http://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/kanko/event/f
urusatomaturi1.html

神奈川県 宮ヶ瀬ダム
平成28年8月20日

～21日

主催：公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振興財
団
問い合わせ先：宮ヶ瀬湖24時間リレーマ
ラソン大会事務局
TEL：046-288-3600

第7回宮ヶ瀬湖24時間リレーマラソン http://miyagaseko24h.jp/index.shtml

神奈川県 宮ヶ瀬ダム 平成28年9月22日
主催者：公益財団法人　宮ヶ瀬ダム周辺振
興財団
TEL： 046-288-3600

（仮称）「みやがせフェスタ2016ｉｎあいかわ」 http://www.miyagase.or.jp/index.html

神奈川県 三保ダム 平成28年7月17日
主催：山北町役場生涯学習課
問い合わせ先：同上
TEL　0465-75-3649

【第1６回カヌーマラソンＩＮ丹沢湖】
１０ｋｍコース、５ｋｍコース

http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/index.php

神奈川県 三保ダム 平成28年8月10日

主催：丹沢湖花火大会実行委員会事務局
　　　（山北町役場観光商工課内）
問い合わせ先：同上
TEL：0465-75-3646

【第3４回丹沢湖花火大会】
各種イベントあり http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/index.php

栃木県 中禅寺ダム
平成28年7月31日

～8月7日

主催：二荒山神社
問い合わせ先：二荒山神社
TEL：0288-55-0017

【男体山登拝祭】
霊峰男体山の山開き、盆踊りや扇の的等のイベントが開
催されます

二荒山神社
http://www.futarasan.jp/

栃木県 中禅寺ダム
平成28年7月16日

～7月17日

主催：中禅寺温泉元気まつり実行委員会
問い合わせ先：日光自然博物館（中禅寺温
泉元気まつり実行委員会事務局）
TEL：0288-55-0880

【中禅寺温泉元気まつりWEEK2016】
中禅寺湖畔で涼しい夏を満喫するイベントを開催しま
す。
イベント会場では、足尾の「さんしょううどん」や日光
天然氷のかき氷の販売などのフードコーナー、シイタケ
やワサビ加工品、農産物などの直売コーナー、小枝のえ
んぴつ作りなどの体験コーナーなど、盛りだくさんのメ
ニューでお楽しみいただけます。
このほかにも、雰囲気抜群の湖畔コンサートや、夏の夜
を彩る花火も開催。

http://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/kouhou/28cyuzenjisu
mmer.html

栃木県 三河沢ダム
平成28年7月23日

～8月4日

主催：湯西川温泉旅館組合
問い合わせ先：湯西川温泉旅館組合
TEL：0288-98-0885

【湯西川温泉心かわあかり】
湯西川に７色に灯る「やまほたる」を放流。ゆらゆらと
光りながら川面を流れる景色は幻想的です。

http://www.nikko-kankou.org/event/468/

栃木県 三河沢ダム
平成28年7月9日

～7月24日

主催：湯西川温泉旅館組合
問い合わせ先：日光市観光協会湯西川・川
俣・奥鬼怒支部
TEL：0288-97-1126

【竹の宵まつり】
幾本の手作り竹灯籠にロウソクや電飾が灯され、夏夜の
湯西川温泉街がほんのりしたあかりに包まれます。

http://www.nikko-kankou.org/event/374/

栃木県 中禅寺ダム 平成28年7月21日
主催：栃木県
問い合わせ先：日光土木事務所保全部
TEL：0288-53-1213

ダムの一般公開 http://www.pref.tochigi.lg.jp/h07/index.html

栃木県

西荒川ダム
東荒川ダム
寺山ダム
塩原ダム

平成28年7月22日
～23日

主催：栃木県
問い合わせ先：矢板土木事務所ダム管理部
TEL：0287－43－5224

ダムの一般公開 http://www.pref.tochigi.lg.jp/h07/index.html

栃木県 松田川ダム 平成28年7月21日
主催：栃木県
問い合わせ先：安足土木事務所保全第一部
TEL：0284-41-4100

ダムの一般公開 http://www.pref.tochigi.lg.jp/h07/index.html

群馬県 藤原ダム
平成28年7月11日

～１２日

主催：みなかみ町宝台樹民宿組合
問い合わせ先：宝台樹民宿組合
TEL：0278-75-2310

「利根川上下流交流宝台樹ジュニアカップサッカー」
７月１１日、１２日

宝台樹民宿組合
http://houdaigi.com/

群馬県 藤原ダム 平成28年8月21日

主催：デサント藤原湖マラソン実行委員会
共催：みなかみ町、みなかみ町教育委員会
問い合わせ先：大会事務局
TEL：0278-25-5017

藤原ダム完成記念　第５９回
デサント藤原湖マラソン実行委員会
（ＰＲポイント）
アップダウンあり、トンネルあり、ダム上を走ったり、
変化に富んだコースです。
 標高600mの木漏れ日の中を走ってみませんか?

デサント藤原湖マラソン実行委員会
http://www.lap.co.jp/fujiwarako/index.html

群馬県 藤原ダム 平成28年8月20日 主催：地元有志
藤原湖花火大会
（藤原湖マラソン前夜祭）

藤原湖花火大会
http://fujiwarahanabi.com/

群馬県 相俣ダム 平成28年7月23日
主催：相俣ダム管理支所
問い合わせ先：相俣ダム管理支所
TEL:027８－６６－００３４

「赤谷湖流木工作教室」
　流木の活用による処理費削減と、多くの人にダムを
知ってもらうことを目的として、「流木工作教室」を開
催。

利根川ダム統合管理事務所相俣ダム資料室
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonedamu/tonedamu00030.ht
ml

群馬県 相俣ダム
平成28年8月下旬
（昨年は8月23

日）

主催：猿ヶ京温泉まつり実行委員会
　　　まんてん星の湯内
問い合わせ先：まんてん星の湯
TEL：0278-66-1126

「赤谷湖上花火大会」
猿ヶ京温泉　赤谷湖上花火大会
http://www.sarugakyo-hanabi.com/index.html#id1



群馬県 四万川ダム 平成28年7月24日

主催：四万温泉協会
問い合わせ先：四万温泉協会
TEL：0279-64-2255
共催：群馬県中之条土木事務所
問い合わせ先：
群馬県中之条土木事務所 ダム管理係
TEL：0279-75-3047
四万川ダム管理事務所
TEL：0279-70-4021

【奥四万湖散歩ツアー】
ダム見学と奥四万湖の散歩、及びカヌー体験を行いま
す。

http://www.pref.gunma.jp/07/m04310043.html

群馬県 桐生川ダム 平成28年7月24日

主催：群馬県桐生土木事務所
問い合わせ先：
群馬県桐生土木事務所 ダム管理係
TEL：0277-53-0121
桐生川ダム管理事務所
TEL：0277-32-0566

【桐生川ダム施設見学会】
ダム堤内を巡る見学会を行います。

http://www.pref.gunma.jp/06/h4010161.html

群馬県 奈良俣ダム 平成28年7月24日
主催：利根川源流まつり実行委員会
問い合わせ先：みなかみ町観光協会
TEL：0278-62-0401

【利根川源流まつり】
奈良俣ダム内部探索、ならまた湖巡視体験、ステージイ
ベント、模擬店など

みなかみ町観光協会
http://genryumaturi.com/

群馬県 草木ダム 平成28年8月15日
主催：草木湖まつり実行委員会
問い合わせ先：みどり市観光課
TEL：0277-76-1270

【草木湖まつり】
鱒のつかみ取り、草木ダム見学会、コンサート、踊り

みどり市観光課
http://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/10000
00001013/index.html

群馬県
埼玉県

下久保ダム 平成28年6月26日

主催：下久保ダム管理所、神流川流域きら
り☆にぎわい観光会議ほか
問い合わせ先：下久保ダム管理所
電話：０２７４－５２－２７４６

【下久保ダム点検放流】
洪水期を前にゲートの動作点検を公開で実施します。た
だし、当日の貯水位によっては、点検内容を変更する可
能性があります。

下久保ダム管理所
http://www.water.go.jp/kanto/simokubo/

群馬県
埼玉県

下久保ダム
平成28年8月７日

9月11日
10月16日

主催：下久保ダム管理所
電話：０２７４－５２－２７４６

【下久保ダム講座】
下久保ダムを深く学んでいただくための「下久保ダム講
座」を開催します。講座は３回に分けて開催し、それぞ
れの回で現地見学と座学（習熟度測定を含む）を行いま
す。定員：２０名

下久保ダム管理所
http://www.water.go.jp/kanto/simokubo/news/press/
pdf/bin16051801.pdf

埼玉県 浦山ダム 平成28年8月7日
主催：水資源機構荒川ダム総合管理所
問い合わせ先：荒川ダム総合管理所総務課
TEL：0494-23-1431

浦山ダム見学会　～大切な水を知る一日にしよう～
■浦山ダム内部見学
■巡視船による湖面巡視体験

水資源機構荒川ダム総合管理所
http://www.water.go.jp/kanto/arakawa/index.html

埼玉県 二瀬ダム 夏に予定
主催：二瀬ダム管理所
問い合わせ先：二瀬ダム管理所総務係
TEL：０４９４－５５－０００１

二瀬ダム見てんべぇツアー
（ダム見学会）

http://www.ktr.mlit.go.jp/futase/index.htm

埼玉県 有間ダム 平成28年8月6日
主催：飯能市
問い合わせ先：環境緑水課  自然環境担当
TEL：０４２－９７３－２１２５

【夏休み親子水辺教室】
   ダム見学、水質検査、水生生物の観察等
 （定員：30人　事前申込必要）
 （対象：飯能市内在住の小学生と保護者）

飯能市
http://www.city.hanno.saitama.jp/

埼玉県 有間ダム 平成28年9月10日

主催：飯能市
問い合わせ先：水道業務課　庶務・料金担
当
TEL：０４２－９７３－３６６１

【水道サポーター事業】
　有間ダム見学、ダム周辺の清掃活動
　(定員：３０名程度)

飯能市
http://www.city.hanno.saitama.jp/

埼玉県 合角ダム 平成28年8月27日
主催：荒川ダム総合管理所
問い合わせ先：荒川ダム総合管理所
TEL:0494-23-1431

秩父４ダム探検隊が往く２
ダム見学（二瀬、浦山、滝沢、合角）

荒川ダム総合管理所
http://www.water.go.jp/kanto/arakawa/

山梨県 広瀬ダム 平成28年8月21日

主催：山梨市（笛吹川源流まつり実行委員
会）
問い合わせ先：山梨市役所　観光課
TEL：０５５３-２２-１１１１（代）

【笛吹川源流まつり】
ステージショー、魚のつかみ取り、ボート乗船、探検ツ
アー等

山梨市役所
http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/

新潟県 大石ダム 平成28年7月30日
主催：おおいしダム湖畔まつり実行委員会
問い合わせ先：大石ダム管理支所
TEL：0254-64-2251

【おおいしダム湖畔まつり】
ウォーキングラリー、カヌー体験、大石ダム見学、大石
発電所見学、フリーマーケット、魚のつかみ取り、木工
教室

大石ダム管理支所
http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/contents/dam/ooishi/i
ndex.html

山形県 横川ダム 平成28年7月31日

主催：横川ダム水源地域ビジョン推進会
問い合わせ先：小国町役場　総務企画課、
TEL:0238-62-2264
北陸地方整備局 羽越河川国道事務所 横川
ダム管理支所 TEL:0238-65-2363

【白い森おぐに湖体験】
ダム・発電所見学、パークゴルフ体験教室、カヌー体
験、巣箱・貯金箱作成体験、クライミングウォ－ル体験
教室、木工クラフト体験、釣り堀

横川ダム管理支所
http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/contents/dam/yokoka
wa/index.html

石川県 手取川ダム
平成２８年７月下旬

（予定）

主催：森と湖に親しむ旬間実行委員会
事務局：金沢河川国道事務所 河川管理課
TEL：076-264-9916
FAX：076-233-9612
問い合わせ先：金沢河川国道事務所 手取
川ダム管理支所　TEL：076-256-
7310

平成２８年度
手取川ダム見学会＆流木無料配付

金沢河川国道事務所
http://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/index.html
※開催案内のチラシは、間近になりましたらＨＰにアッ
プする予定です。

石川県 手取川ダム 平成28年7月24日
主催・問い合わせ先：手取湖げんき団カ
ヌーカヤック倶楽部
TEL　０７６－２５９－２０３０

夏休みカヤック体験（ダム湖面をカヤックにより散策：
15名程度）

手取湖げんき団カヌーカヤック倶楽部
http://outdoor.geocities.jp/tedoriko_g/

長野県 大町ダム
平成28年7月16日

（予定）

主催：高瀬渓谷ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2016実行委員会
問い合わせ先：大町ダム管理所　
TEL：0261-22-4511

【高瀬渓谷フェスティバル２０１６】
ダム内部見学、湖面巡視体験、丸太切り体験、木工品作
り、スタンプラー、砂防事業パネル・模型展示、サンド
アート作り、ペンダント作り等を予定

大町ダム管理所
http://www.hrr.mlit.go.jp/omachi/

福島県 大川ダム 平成28年8月6日

主催：森と湖に親しむ旬間実行委員会
問い合わせ先：阿賀川河川事務所
　　　　　　　大川ダム管理支所
TEL：０２４２－９２－２８３９

【若郷湖さわやかフェスティバル2015】
ダム見学会、湖面巡視体験、魚つかみ取り体験、下郷発
電所見学会、和太鼓・よさこい

阿賀川河川事務所
http://www.hrr.mlit.go.jp/agagawa/

新潟県 三国川ダム 平成28年7月24日
主催：しゃくなげ湖畔を楽しむ会
問い合わせ先：しゃくなげ湖畔開発公社
TEL：０２５－７７４－２２００

【しゃくなげ湖畔新緑ウォークと花植えボランティア】
三国川ダム操作室及び監査廊案内、野外ステージイベン
ト、魚のつかみ取り、巡視船乗船

三国川ダム管理所
http://www.hrr.mlit.go.jp/saguri/index.html



富山県 宇奈月ダム
平成28年9月２6日

～11月23日

主催：（一社）黒部・宇奈月温泉観光局
問い合わせ先：（一社）黒部・宇奈月温泉
観光局
TEL:0７６５-５７-２８５０

【ボートクルーズ】
うなづき湖ボートクルーズ

―

長野県 小渋ダム 平成28年7月30日
問い合わせ先：天竜川ダム統合管理事務所
TEL：0265-88-3729

【森と湖に親しむ旬間】
ダム見学、バイパストンネル見学、パネル展示

天竜川ダム統合管理事務所
http://www.cbr.mlit.go.jp/tendamu/

長野県 牧尾ダム
平成28年5月1日～
平成28年11月3日

王滝観光総合事務所
TEL：０２６４－４８－２２５７

おんたけ湖でのカヌー体験

王滝村役場
http://www.ontake.jp/karada/%e3%82%ab%e3%83%8c%e
3%83%bc%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%b3%e3
%82%b0

長野県 味噌川ダム
平成28年7月

～10月

主催：NPO法人　木曽川・水の始発駅
問い合わせ先：NPO法人　木曽川・水の
始発駅
TEL：０２６４－３６－２７７２

ダム湖百選の奧木曽湖での「カヌー体験」
NPO法人　木曽川・水の始発駅
http://www.482eki.com/

長野県 味噌川ダム
平成28年7月24日
平成28年8月28日
平成28年10月2日

主催：NPO法人　木曽川・水の始発駅
問い合わせ先：NPO法人　木曽川・水の
始発駅
TEL：０２６４－３６－２７７２

日本三百名山　木曽川源流の「鉢盛山登山」
（味噌川ダム上流）

NPO法人　木曽川・水の始発駅
http://www.482eki.com/

長野県 味噌川ダム 平成28年7月16日
主催：やぶはら高原イベント実行委員会
問い合わせ先：木祖村観光協会　
TEL：０２６４－３６－２５４３

マラソン大会（ハーフ、１０ｋｍ、５ｋｍ）
木祖村観光協会
http://www.vill.kiso.nagano.jp/kankou/index.html

長野県 味噌川ダム
平成28年8月16日

～18日

主催：上下流のふれあいを推進する会（長
野県木祖村、愛知県日進市、味噌川ダム管
理所）
問い合わせ先：味噌川ダム管理所　
TEL：０２６４－３６－３１１１

木曽川下流域（名古屋市、日進市）と源流域（木祖村）
の子供達による上下流交流キャンプ

味噌川ダム管理所
http://www.water.go.jp/chubu/misogawa/

愛知県 新豊根ダム 平成28年7月30日

主催：浜松河川国道事務所　新豊根ダム管
理支所
問い合わせ先：浜松河川国道事務所　新豊
根ダム管理支所
TEL：０５３６－８５－１３３６

【新豊根ダム一般公開】
ダム見学、湖面巡視体験、堤体巡視体験

新豊根ダム管理事務所
http://http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/shintoyon
e/index.html

岐阜県 小里川ダム 平成28年7月23日
主催：小里川ダム管理支所
TEL：0573－59－0056

職員の案内によるダム堤体内等の見学
小里川ダム管理支所
http://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/origawa/index.html

岐阜県
愛知県

小里川ダム
丸山ダム
矢作ダム

阿木川ダム
大井ダム

平成28年7月26日

主催：小里川ダム管理支所・矢作ダム管理
所・丸山ダム管理所・（独）阿木川ダム管
理所
問い合わせ先：小里川ダム管理支所　外
TEL：0573－59－0056　外

日帰りで庄内川・矢作川・木曽川水系の複数ダムを見学
するツアー

小里川ダム管理支所
http://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/origawa/index.html

岐阜県 丸山ダム
平成28年7月31日

～
平成28年8月6日

主催：丸山ダム管理所
問い合わせ先：丸山ダム管理所
TEL：0574-43-1108

【丸山ダム完成60周年記念行事（仮称）】
ダム一般開放（ダム見学）

丸山ダム管理所
http://www.cbr.mlit.go.jp/maruyama/

岐阜県 横山ダム 平成28年7月23日
問い合わせ先：
木曽川上流河川事務所　横山ダム管理支所
TEL：0585-52-2211

ダム見学、災害対策用車両展示　ほか
木曽川上流河川事務所　横山ダム管理支所
http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/yokoyama/

岐阜県 徳山ダム
平成２８年第２、第

４土曜日

問い合わせ先：
揖斐川町役場　企画部
水源地域ビジョン推進事務所
電話：0585－52－0166

【徳山湖自然環境観察会】　　　　　　　　　　　　　　
　　徳山湖遊覧　連絡船「とくまる」に乗って徳山湖を
巡ろう！

http://www.inochinomizutomori.or.jp/

岐阜県 徳山ダム 平成28年8月19日

問い合わせ先：
名古屋市上下水道局
水道計画課
電話：052－972－3655

徳山ダムサイト見学　間伐体験 ―

岐阜県 阿木川ダム 平成28年７月下旬

主催：ココロうるおす水と緑と歴史のパ
ティオ推進協議会（阿木レイクサイド振興
会）
問い合わせ先：中津川市役所 阿木事務所
TEL：０５７３－６３－２００１

【親子さかなつかみ大会】
　さかなのつかみとり

(社)中津川環境協会
http://n-kanko.jp/2011/11/7.html

岐阜県 阿木川ダム
平成28年8月20日

（予定）

主催：ココロうるおす水と緑と歴史のパ
ティオ推進協議会（阿木川ダム管理所）
問い合わせ先：阿木川ダム管理所
TEL：０５７３－２５－５２９５

【サマーフェスティバル】
　ダム見学、湖面巡視体験、売店、太鼓、カヌー体験、
さかなの放流など

阿木川ダム管理所
http://www.water.go.jp/chubu/agigawa/

静岡県 長島ダム 平成28年7月30日

主催：長島ダム管理所
共催：長島ダム水域連携協議会
問い合わせ先：長島ダム管理事務所
TEL：0547-59-1021

【森と湖に親しむ旬間イベント】
通常ダム見学、湖面巡視体験、語り部による講話、ダム
ナイトツアーなど

長島ダム管理所
http://www.cbr.mlit.go.jp/nagashima/index.html

三重県 蓮ダム 平成28年7月23日
主催：蓮ダム管理所
問い合わせ先：蓮ダム管理所
TEL：0598-45-0371

【1日ダム体験】
ダム見学、湖面巡視体験

蓮ダム管理所
http://www.cbr.mlit.go.jp/hachisu/

三重県 蓮ダム 平成28年7月30日
主催：蓮ダム水源地域ビジョン推進会議
問い合わせ先：蓮ダム管理所
TEL：0598-45-0372

【自然体験交流会】
あまごつかみ、流木アート作り、湖面巡視体験、スイカ
割り

蓮ダム管理所
http://www.cbr.mlit.go.jp/hachisu/

三重県 比奈知ダム 平成28年7月31日

主催：木津川ダム総合管理所比奈知ダム管
理所
問い合わせ先：比奈知ダム管理所
TEL０５９５－６８－７１１１

ダムの堤体内部など普段は見られない場所に入れる見学
会

比奈知ダム管理所
http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/hinati.htm

三重県 青蓮寺ダム

平成28年7月２6日
から8月30日の毎

週火曜日と木曜日１
０：００～１１：３

０

主催：木津川ダム総合管理所青蓮寺ダム管
理所
問い合わせ先：青蓮寺ダム管理所
TEL０５９５－６３－１２８９

事前予約必要
モノレールで移動しダムの下流側中腹に設置された
キャットウオークを歩ける体験型見学会

青蓮寺ダム管理所
http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/syourenji.htm



岐阜県 矢作ダム 平成28年7月16日
主催：矢作水源フォレストランド協議会
問い合わせ先：矢作ダム管理所
ＴＥＬ：0565-68-2321

【奥矢作森林フェスティバル】
矢作ダム見学、魚つかみどり体験、カブトムシふれあい
体験、
間伐材で箸作り、ＡＥＤ講習会、物産展　など

矢作ダム管理所
http://www.cbr.mlit.go.jp/yahagi/index.php
矢作水源フォレストランド
http://shinrinj.enat.jp/yahagi-forestland/index.html

京都府 天ヶ瀬ダム 平成28年8月7日

主催：（公社）宇治市観光協会
問い合わせ先：宇治観光ボランティアクラ
ブ
TEL：0774-22-5083

【行ってこ！見てこよ！天ヶ瀬ダムと地下トンネル】
宇治川沿いを散策しながら、天ヶ瀬ダム、天ヶ瀬再開発
トンネルの見学を実施

淀川ダム統合管理事務所
http://www.kyoto-uji-kankou.or.jp/

京都府 天ヶ瀬ダム 平成28年8月27日
主催：淀川ダム統合管理事務所
問い合わせ先：淀川ダム統合管理事務所
TEL：072-856-3131

【宇治市に住んでいる子ども達にダム見学】
宇治文化少年団の子ども達に天ヶ瀬ダム、天ヶ瀬ダム再
開発トンネル、関西電力（株）天ヶ瀬発電所の案内

淀川ダム統合管理事務所
http://www.kyoto-uji-kankou.or.jp/

奈良県 大滝ダム 平成28年8月6日

主催：紀の川ダム統合管理事務所
問い合わせ先：紀の川ダム統合管理事務所
管理課
TEL:０７４７ー２５－３０１３

【大滝ダム体験ツアー】
森と湖に親しむ旬間（奈良県山の日・川の日）に関連づ
けた大滝ダムの見学会

紀の川ダム統合管理事務所
http://www.kkr.mlit.go.jp/kinokawa/

福井県 真名川ダム 平成28年7月30日

主催：森と湖に親しむ旬間行事運営連絡会
問い合わせ先：森と湖に親しむ旬間運営連絡会
事務局（九頭竜川ダム統合管理事務所管理課
TEL:0779-66-5300（代））

【森と湖に親しむ旬間】
ダム見学会、ダムなどのパネル展示、木工工作教室、　　
　   堆肥の無料配布

九頭竜川ダム統合管理事務所
http://www.kkr.mlit.go.jp/kuzuryu/

福井県 九頭竜ダム 平成28年7月31日

主催：森と湖に親しむ旬間行事運営連絡会
問い合わせ先：森と湖に親しむ旬間運営連絡会
事務局（九頭竜川ダム統合管理事務所管理課
TEL:0779-66-5300（代））

【森と湖に親しむ旬間】
ダム見学会、ダムなどのパネル展示、流木の無料配布

九頭竜川ダム統合管理事務所
http://www.kkr.mlit.go.jp/kuzuryu/

京都府 日吉ダム
平成２８年７月２日

、３日（予定）
主催、問い合わせ先：天若湖アートプロ
ジェクト実行委員会

【天若アートプロジェクト２０１６】
ダム湖に沈んだ５つの村の広がりをあかりで蘇る、全長
４㎞にわたる巨大なインスタレーションです。

天若湖アートプロジェクト実行委員会
https://www.facebook.com/AmawakakoArtProject

京都府 日吉ダム
平成28年7月17日

（予定）

主催：日吉町観光協会
問い合わせ先：日吉町観光協会
TEL：０７７１－７２－０１９６

【ひよし夏祭り201６花火大会】
日吉ダム直下での花火大会、ひよし屋台村、魚つかみ大
会、ダム施設見学会、他

日吉町観光協会
http://www.hiyoshikanko.com

大阪府 狭山池ダム 平成28年7月16日
大阪府富田林土木事務所　河川砂防グルー
プ
TEL:0721-25-1131

「狭山池再発見」
小学生を対象とし、①狭山池博物館ツアー、②狭山池ダ
ムツアー、③副池ツアー（生き物との触れ合いツアー）
を実施するイベントです。

https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input.do?tetud
ukiId=2016050036

大阪府 滝畑ダム
平成28年7月末ー8
月下旬までの期間中

10日間
主催：大阪府南河内農と緑の総合事務所

ダム監査廊探検、ダムの役割についての学習、磨崖仏紙
芝居鑑賞、ダム周辺観光案内

大阪府南河内農と緑の総合事務所
http://www.pref.osaka.lg.jp/minamikawachinm/m_index
/d_caps27.html
※詳細は7月1日よりHPにて公開予定

兵庫県 安室ダム 平成28年7月18日
主催：船坂地区安室ダムまつり実行委員会
問い合わせ先：船坂公民館
TEL：０７９１－５５－１０６０

【第24回安室ダムまつり】
ダム見学会、ダム湖面巡視体験、ダムクイズラリー、絵
画コンクール、夏祭りなど

―

兵庫県 引原ダム 平成28年7月23日
主催：音水湖カヌーまつり実行委員会
問い合わせ先：龍野土木事務所
TEL：0791-63-5206

【音水湖カヌーまつり】
カヌー遊び、湖面探索、ダム堰堤見学会、観光放流等 ―

兵庫県 一庫ダム 平成28年7月31日

主催：一庫ダム水源地域ビジョン推進協議
会
問い合わせ先：一庫ダム管理所
TEL：072-794-6671

【第10回流木ﾍﾟｲﾝﾃｲﾝｸﾞ大会】
ダム湖に流入した流木を色づけして芸術作品に仕上げる

一庫ダム管理所
http://www.water.go.jp/kansai/hitokura

兵庫県 一庫ダム 平成28年8月20日

主催：能勢電鉄、水資源機構一庫ダム管理
所
問い合わせ先：能勢電鉄㈱
TEL：072-792-7716

【夏でもひ～んやり！一庫ダム内部見学会＆説明会】
最寄駅から一庫ダムまでのウオーキングとダム内部見学
会

一庫ダム管理所
http://www.water.go.jp/kansai/hitokura

奈良県 初瀬ダム 平成28年7月24日

主催：奈良県
事務局：奈良県中和土木事務所初瀬ダム管
理係
問い合わせ先：奈良線河川課
TEL：０７４２－２７－７５０４

【第１７回あつまれ！あおがき探検隊】
普段は見られないダムの堤体内を探検！近くの川でリ
バーウォッチングを行い、水辺の生き物や川の水質につ
いても学びます。

http://www.yamato-river.net/new_event_contents_174.html

奈良県 布目ダム 平成28年7月24日

主催：木津川ダム総合管理所布目ダム管理
所
問い合わせ先：布目ダム管理所
TEL０742－94－0231

ダムの堤体内見学、水道教室、水生昆虫観察 （要予
約）、自転車テクニックに挑戦、木工教室など地域連携
型の見学会

布目ダム管理所
http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/nunome.htm

鳥取県 殿ダム 平成28年8月11日
主催：殿ダム管理支所
問い合わせ先：殿ダム管理支所
TEL：0857-58-0581

【森と湖に親しむ旬間【殿（との）ダム　】
ダム見学、湖面巡視体験、ケーブルカー開放等

殿ダム管理支所
http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/tono/

鳥取県 殿ダム 平成28年9月18日

主催：まちづくりいきいき成器の会
問い合わせ先：成器地区公民館、
　　　　　　　殿ダム交流間
TEL：０８５７－５８－０８０６
　　　０８５７－７７－４６０７

【殿ダム野外音楽祭】
野外音楽祭、スパーカー展示等

成器地区公民館
http://chiiki.city.tottori.tottori.jp/seiki-1/

島根県 尾原ダム
平成28年7月29日

～8月1日

（公財）全国高等学校体育連盟
（公社）日本ボート協会
島根県、雲南市、奥出雲町ほか

平成28年度全国高等学校総合体育大会　ボート競技 ―

島根県 尾原ダム 平成28年9月4日

主催：さくらおろち湖トライアスロン大会
実行委員会
問い合わせ先：0854-45-9222
（さくらおろち湖トライアスロン大会事務
局）

【第１回さくらおろち湖トライアスロン大会】
観光庁のスポーツツーリズム推進プロジェクト「ラン
ナーズインフォメーション研究所」に日本で初めて選ば
れた認定サイクリングコースを有するさくらおろち湖周
辺を活かした初のトライアスロン大会。

―



岡山県 苫田ダム 平成28年8月6日

主催：鏡野町・鏡野町大納涼祭花火協賛実
行委員会
問い合わせ先：鏡野町役場　産業観光課
TEL０８６８－５４－２９８７

【２０１６鏡野町大納涼祭】
大花火大会、奥津湖遊覧船

http://kanko.town.kagamino.lg.jp/

岡山県 苫田ダム 平成28年8月下旬

主催：岡山県スキー連盟・ローラースキー
かがみの大会実行委員会
問い合わせ先：ローラースキーかがみの大
会実行委員会
TEL０８６８－５４－７７３３

【第１１回ローラースキーかがみの大会】
奧津湖畔を競技コースとして、ローラースキー大会を開
催

―

広島県 温井ダム 平成28年９月18日

主催：安芸太田しわいマラソン実行委員会
問い合わせ先：川・森・文化・交流セン
ター
TEL：0826-22-2126

【しわいマラソン】
温井ダムをスタート地点・ゴール地点とした100ｋｍ，
88ｋｍのウルトラマラソン

第7回 安芸大田しわいマラソン2016
http://www.shiwai-m.com/

広島県 灰塚ダム 平成28年7月下旬
主催：灰塚ダム管理支所
問い合わせ先：灰塚ダム管理支所
（０８２４）４４－４３６０

【森と湖に親しむ旬間ｉｎ笑湖（エコ）ハイヅカ２０１６】
・灰塚ダム探検ツアー 
　　灰塚ダム堤体内見学
・ダム湖巡視体験
　　ダム湖を船による湖面巡視体験
・ウェットランド笑湖（エコ）楽校
　　ダム周辺湿地帯の生物観察

三次河川国道事務所　灰塚ダム管理支所
http://www.cgr.mlit.go.jp/miyoshi/haizuka/in
dex.html

広島県 八田原ダム 平成28年7月10日

主催：八田原ダム芦田湖周辺活用連絡協議
会
問い合わせ先：八田原ダム管理所
TEL：0847-24-0490

【夢吊橋サマーフェスタ2016】
ダム見学（堤体内部）、ダム湖クルージング

八田原ダム管理所
http://www.cgr.mlit.go.jp/hattabara/

広島県 土師ダム 平成28年7月31日
主催：土師ダム管理支所
問い合わせ先：土師ダム管理支所
（０８２６）５２－２４５５

【森と湖に親しむ旬間　ダム見学会】
内容未定

―

山口県 島地川ダム 平成28年7月下旬

主催：島地川ダム周辺環境整備地区管理協
議会
問い合わせ先：周南市新南陽総合支所
TEL：0834-63-0001

【森と湖に親しむ集い】
小学生とその保護者を対象に水辺の教室（水生生物調
査）、アマゴの放流、ダム見学を実施（予定）。

―

島根県 山佐ダム 平成28年7月23日

主催：山佐ダム体験交流施設管理組合（NPO
法人やまびこ）
問い合わせ先：山佐交流センター
TEL：0854-35-0129（平日 8:30～
17:00）

山佐ダムキャンプ場祭り http://www.yamabiko-yamasa.jp/index.html

広島県 魚切ダム 平成28年7月31日

主催：八幡川リバーマラソン大会委員会事務局
（広島市佐伯区役所地域起こし推進課内）
問い合わせ先：佐伯区役所地域起こし推進課
TEL：082-943-9705

【第３３回八幡川リバーマラソン大会】
男女別・小学生の部（0.5km）～一般の部(1.5km・3.0km)河
川内マラソン大会，大会風景写真コンテスト

魚切ダム管理事務所（西部建設事務所）
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/207/

山口県 末武川ダム 平成28年7月30日
主催:米泉湖サマージャンボリー実行委員会
問い合わせ先：米川公民館　
TEL：0833-53-0001

米泉湖野外音楽ステージ「ビッグウイング」で開催されます。
ステージイベントとしてバンド演奏などが行われ、そのほかバ
ザーなど多数催し物があります。また、祭りのフィナーレに
は、花火が打ち上げられる予定です。

https://www.city.kudamatsu.lg.jp/sangyou/event/sama-
jyanbori-2015.html

香川県 内場ダム
平成28年

9月10～11日

主催：SHIKOKU WAKE BOARD 
FESTIVAL実行委員会
問い合わせ先：BAHATI（松本）
TEL：087-882-7751

【2016 SHIKOKU WAKE BOARD FESTIVAL(四国
祭)】
ウェイクボード

BAHATI
http://blog.livedoor.jp/bahati110/

香川県 門入ダム
平成28年9月第１
or第２日曜日予定

主催：さぬき市観光協会
問い合わせ先：上記同じ
TEL：087-894-1114

門入よさこい（市内外から企業団体等が参加） ―

徳島県 長安口ダム
平成28年7月29日

（予定）

主催：ＪＡＦ
問合せ先：ＪＡＦ徳島支部　角田
ＴＥＬ：０８８－６２５－６５１１

JAF会員向け親睦イベント
「夏休みスペシャルダムの裏側見てみ隊」
ダムの役割と大切さについて学習する長安口ダムの見学
会

―

徳島県 長安口ダム
平成28年8月6日

（予定）

（事務局）
那賀川河川事務所　調査課
０８８４－２２－６５６２

【なかがわ探検バスツアー】
那賀川の日（8月6日）に合わせ、那賀川の上流から下流
までの子どもたちを対象に、交流イベントを開催

―

愛媛県 柳瀬ダム 平成28年8月21日

主催：てらの・金砂湖畔広場感謝祭実行委
員会
問い合わせ先：四国中央市役所経済部観光
交通課
TEL：0896－28-6187

【てらの・金砂湖畔広場　夏の感謝祭】
アメゴのつかみ取り、いのししバーベキュー、産直市、
田舎料理販売、音楽ライブなど

四国中央市観光協会
mishima-kankou@arion.ocn.ne.jp

愛媛県 石手川ダム
平成2８年７月２１
日から３１日の間の

２日

主催：松山河川国道事務所
問い合わせ先：石手川ダム管理支所
TEL：089-977-0021

【石手川ダム見学会】
操作室・ダム堤体内の監査廊・ホロージェットバルブか
らの放水などの見学

松山河川国道事務所
http://www.skr.mlit.go.jp/matsuyam/

愛媛県 野村ダム 平成28年7月下旬
主催：野村ダム管理所
問い合わせ先：野村ダム管理所管理係
TEL：0894-72-1211

【森と湖に親しむ旬間】
ダム見学、水生生物調査

野村ダム管理所
http://www.skr.mlit.go.jp/nomura/

愛媛県 野村ダム 平成28年8月14日
主催：西予市観光協会野村支部
問い合わせ先：野村支所産業建設課
TEL：0894-72-1115

【野村納涼花火大会】
野村ダム朝霧湖での花火大会

えひめいやしの南予博2016
http://www.iyashinonanyo.jp/event/detail/event_id/18
7/

愛媛県 鹿野川ダム 平成２８年８月上旬
問い合わせ先：大洲市観光協会肱川支部
TEL：0893-34-2311

【鹿野川夏まつり】
鹿野川商店街に七夕笹飾りが飾られ、文化協会発表会、
もちまき、盆踊り大会などのイベントが行われます。
フィナーレを飾る花火大会では「爆音日本一」の花火が
打ちげられます。

大洲市観光協会
http://www.oozukankou.jp/event-natu3.html

愛媛県 玉川ダム 平成28年7月24日

愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会実行委
員会
〒790-8570 松山市一番町四丁目4番地
2 TEL 089-947-5622

【愛顔つなぐえひめ国体競技別リハーサル大会】
第71回国民体育大会第37 回四国ブロック大会（競技種
目：ボート）

URL http: //www.ehimekokutai2017.jp/



高知県 大渡ダム 平成28年７月下旬
主催：大渡ダム管理所
問い合わせ先：大渡ダム管理所
TEL：0889-32-120

【森と湖に親しむ旬間】
ダム見学

大渡ダム管理所 http://www.skr.mlit.go.jp/oodo/

高知県 大渡ダム 平成28年8月16日
主催：仁淀川町茶霧湖まつり実行委員会
問い合わせ先：仁淀総合支所地域振興課
TEL:0889-32-1113

茶霧湖祭り（降雨体験）
仁淀川町
http://www.town.niyodogawa.lg.jp/life/life_dtl.php?hdnK
ey=780

高知県 中筋川ダム
平成28年 7月23日
平成28年 8月27日
平成28年 9月24日

主催・問い合わせ先：中筋川総合開発工事
事務所管理課
TEL：0880-66-2501

【なかすじ川ダムの日】
ダム見学会、噴水、洗浄放水、堤体と噴水の夜間ライト
アップ

中筋川総合開発工事事務所
http://www.skr.mlit.go.jp/nakasuji/

高知県 早明浦ダム
平成２８年８月６日
平成２８年８月７日

主催：やまびこカーニバル実行委員会
問い合わせ先：特定非営利活動法人れいほ
く活性化機構
TEL：０８８３－７０－９８２０

早明浦ダム見学会、花火大会、コンサート、いかだレー
ス等

土佐町役場
http://www.town.tosa.kochi.jp/publics/index/21/

愛媛県
富郷ダム
柳瀬ダム
新宮ダム

平成２８年８月６日

主催：四国中央市湖水まつり実行委員会
問い合わせ先：四国中央市水道局水道総務
課
TEL：０８９８－２８－６４５１

カラオケ大会、花火大会、銅山川3ダムブース展示等
四国中央市観光協会
http://www.shikochu-kankou.jp/?page_id=6244

大分県 耶馬渓ダム 平成28年7月30日

主催：祭りやばけい実行委員会
問い合わせ先：【まつり】中津市耶馬溪支
所総務課
TEL：0979-54-3111
【ダム見学・巡視体験】山国川河川事務所
ダム管理課
TEL：0979-54-3136

【耶馬溪湖畔まつり】
ステージイベント、打上げ花火、ダム見学、ダム湖面巡
視体験

―

大分県 大分川ダム
平成28年7月,8月,9

月

主催：大分川ダム工事事務所
問い合わせ先：大分川ダム　ななせ館
TEL:097-586-4491

【大分川ダムサファリパーク】
大分川ダム工事見学バスツアー

大分川ダム工事事務所ＨＰ
http://www.qsr.mlit.go.jp/oitagawa/news/h27/damtua1
2.1%20.pdf

福岡県 日向神ダム 平成28年8月14日

共催：矢部村青年団・矢部村地域づくり協
議会
問い合わせ先：八女市役所矢部支所
TEL：0943-47-3111

【矢部村花火大会】
　盆踊り・花火大会その他

八女市役所
http://www.city.yame.fukuoka.jp

福岡県 寺内ダム 平成28年8月7日

主催：独立行政法人水資源機構
問い合わせ先：朝倉総合事業所寺内ダム管
理所
TEL：０９４６－２２－６７１３

【寺内ダム施設見学会】
ダム見学（操作室及び監査廊（ダムの中のトンネル）な
ど）

独立行政法人　水資源機構
朝倉総合事業所　寺内ダム管理所
http://www.water.go.jp/chikugo/terauchi/index.html

福岡県 小石原川ダム 平成28年8月7日
主催：独立行政法人水資源機構
問い合わせ先：朝倉総合事業所総務課
TEL：0946-25-1100

【小石原川ダム建設工事現場見学会】
建設中の工事現場を見学

独立行政法人水資源機構
朝倉総合事業所
http://www.water.go.jp/chikugo/koishi/index.html

福岡県 江川ダム 平成28年8月7日

主催：独立行政法人水資源機構両筑平野用
水総合事業所
問い合わせ先：同上総務課
TEL：0946-25-0113

【江川ダム見学会（水の週間行事）】
ダム見学、湖面巡視体験等

独立行政法人水資源機構両筑平野用水総合事業所
http://www.water.go.jp/chikugo/ryochiku/

熊本県 市房ダム
平成28年7月下旬

～8月上旬

主催：水上村役場教育課
問い合わせ先：水上村教育課
TEL：0966-44-0333

ふるさと塾（カヌー体験） ―

熊本県 市房ダム 通年
主催：水上村役場産業振興課
問い合わせ先：水上村役場産業振興課
TEL：0966-44-0314

市房湖でのカヌーの学校  水上村役場産業振興課http://www.vill.mizukami.lg.jp/

沖縄県 大保ダム 平成28年7月2日
主催：大保ダムまつり実行委員会
問い合わせ：大宜味村企画観光課
TEL：0980-44-3007

【第７回　大保ダムまつり】
湖面カヌーツアー、ダム堤内見学会、学習の川遊び、
キャンドルナイトinサーベイ、森に学ぼうin大宜味村、
陶芸教室等
※　キャンドルナイトは大宜味村塩屋湾内

沖縄総合事務局開発建設
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/mizu/mori_to_mizuumi/
mori_to_mizuumi_H25/mori_to_mizuumi.html
北部ダム統合管理事務所
http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/30kouhou/30-1.htm

沖縄県 福地ダム 平成28年7月17日
主催：福地ダムまつり実行委員会
問い合わせ先：東村役場　企画観光課
TEL：0980-43-2265

【福地ダム夏休み自然体験会】
自然観察船、カヌー体験、ダム施設見学、福地川川遊
び、ザリガニ釣り体験等

沖縄総合事務局開発建設
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/mizu/mori_to_mizuumi/
mori_to_mizuumi_H25/mori_to_mizuumi.html
北部ダム統合管理事務所
http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/30kouhou/30-1.htm

沖縄県 金武ダム 平成28年7月23日
主催：金武ダムまつり実行委員会
問い合わせ先：実行委員会事務局
TEL：098-968-6262

【第２回　金武ダムまつり】
カヌー体験、ダム湖面遊覧、水牛体験、紙トンボ作り、
ダム施設見学・宿道案内等

沖縄総合事務局開発建設
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/mizu/mori_to_mizuumi/
mori_to_mizuumi_H25/mori_to_mizuumi.html
北部ダム統合管理事務所
http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/30kouhou/30-1.htm

沖縄県 漢那ダム 平成28年7月31日

主催：漢那ダムまつり実行委員会
お問い合わせ先：宜野座村役場　観光商工
課
TEL：098-968-5125

【第２３回漢那ダムまつり】
カヌー体験、セグウェイ試乗体験、漢那ダムまるごと体
験ツアー、親子木工教室、宜野座村観光協会体験イベン
トコーナー等

沖縄総合事務局開発建設
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/mizu/mori_to_mizuumi/
mori_to_mizuumi_H25/mori_to_mizuumi.html
北部ダム統合管理事務所
http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/30kouhou/30-1.htm

沖縄県 安波ダム 平成28年9月17日
主催：安波ダムまつり実行委員会
問い合わせ先：国頭村企画商工観光課
TEL：0980-41-2101

【安波ダムくいなまつり】
ダム湖面遊覧、ダム施設見学、ジャングルカヌー、
やんばる材木工作り体験、森林ガイドウォーク、移
動やんばる森のおもちゃ美術館等

沖縄総合事務局開発建設
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/mizu/mori_to_mizuumi/
mori_to_mizuumi_H25/mori_to_mizuumi.html
北部ダム統合管理事務所
http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/30kouhou/30-1.htm

沖縄県 倉敷ダム 平成28年7月7日

主催：倉敷ダムまつり実行委員会
問い合わせ先：沖縄市役所　建設部　建
築・公園課　公園係
TEL：098-939-1212（内線2667）

【倉敷ダムまつり関連】
倉敷ダム植樹祭

―

沖縄県 倉敷ダム 平成28年8月7日

主催：倉敷ダムまつり実行委員会
問い合わせ先：沖縄市役所　建設部　建
築・公園課　公園係
TEL：098-939-1212（内線2667）

【倉敷ダムまつり】
ダム施設見学会、祭りイベントその他

―


